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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 4,745 4.3 182 71.4 162 61.7 134 85.0
21年3月期第1四半期 4,550 ― 106 ― 100 ― 72 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 2.89 ―

21年3月期第1四半期 1.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 19,537 10,232 52.4 219.61
21年3月期 19,717 10,297 52.2 221.00

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,232百万円 21年3月期  10,297百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 5.50 5.50

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 5.50 5.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

9,000 1.3 270 25.3 180 16.6 170 42.3 3.65

通期 17,100 1.6 590 7.2 410 2.9 380 40.6 8.16



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想については、平成21年５月15日に公表いたしました数値から変更しておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 48,063,360株 21年3月期  48,063,360株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,472,277株 21年3月期  1,468,067株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 46,592,652株 21年3月期第1四半期 47,300,091株



 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安を背景とする景気の停滞局面が続く中、内外

の製品在庫調整の進展から激減していた生産・輸出に改善の兆しが見られるものの、設備投資は依然として回復せ

ず、雇用や所得環境の悪化から個人消費も低迷しており、全般的に厳しい状況にあります。 

 このような状況のもと、当社グループでは、営業面では主力製品である塗料の売上増大に注力するとともに、住宅

メンテナンス用品・日用雑貨・園芸用品部門でも、新製品の投入、販路の拡大に取り組むなど引き続き積極的な営業

活動を展開いたしました。その結果、日用雑貨・園芸用品の売上は微減となったものの、塗料・塗装工事及び住宅メ

ンテナンス用品の売上が堅調であったことにより、当第１四半期連結累計期間の売上高は、47億４千５百万円（前年

同期比4.3％増）となりました。 

 収益面では、売上増加の影響に加え、グループ企業一体となって経営の効率化に努めました結果、営業利益は１億

８千２百万円（前年同期比71.4％増）、経常利益は１億６千２百万円（前年同期比61.7％増）、四半期純利益は１億

３千４百万円（前年同期比85.0％増）となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて１億７千９百万円減少し、195億３千７百万

円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べて１億１千３百万円減少し93億５百万円となり、純資産は、前連

結会計年度末に比べて６千５百万円減少し、102億３千２百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会

計年度より0.2ポイント上昇し、52.4％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は44億４千７百万円となり、前連結会計年度末と

比較して５億８千８百万円の減少となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は２億４千６百万円の支出（前年同期

比56.4％減）となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益１億６千２百万円及びたな卸資産の減少額

５億２千２百万円等であり、主な支出要因は、売上債権の増加額９億３千９百万円等であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は３千３百万円の支出（前年同期は40万円の収入）となりました。主な要

因は、有形固定資産の取得による支出３千３百万円等であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は３億８百万円の支出（前年同期比21.0％減）となりました。主な要因

は、短期借入金の返済による支出５千万円及び配当金の支払２億５千７百万円等であります。 

  

 平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。   

   

 該当事項はありません。  

  

 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

  

 該当事項はありません。  

   

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,447,111 5,036,026

受取手形及び売掛金 4,573,947 3,638,674

商品及び製品 2,618,016 3,108,980

仕掛品 42,737 36,444

原材料及び貯蔵品 394,321 432,476

その他 256,640 310,087

貸倒引当金 △78,390 △73,771

流動資産合計 12,254,383 12,488,918

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,596,621 3,596,814

その他（純額） 1,948,445 1,985,963

有形固定資産合計 5,545,066 5,582,778

無形固定資産 189,509 189,643

投資その他の資産 1,548,749 1,455,908

固定資産合計 7,283,325 7,228,330

資産合計 19,537,708 19,717,248

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,552,449 1,730,707

短期借入金 2,750,000 2,800,000

未払法人税等 17,020 33,994

引当金 63,574 104,948

その他 1,667,336 1,575,493

流動負債合計 6,050,380 6,245,143

固定負債   

社債 1,500,000 1,500,000

長期借入金 500,000 500,000

退職給付引当金 801,378 761,999

役員退職慰労引当金 156,778 150,853

その他 297,141 261,483

固定負債合計 3,255,299 3,174,336

負債合計 9,305,680 9,419,480



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,869,017 5,869,017

資本剰余金 4,442,876 4,442,915

利益剰余金 359,013 480,860

自己株式 △232,991 △232,474

株主資本合計 10,437,916 10,560,319

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △71,400 △126,662

為替換算調整勘定 △134,487 △135,888

評価・換算差額等合計 △205,887 △262,550

純資産合計 10,232,028 10,297,768

負債純資産合計 19,537,708 19,717,248



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,550,057 4,745,903

売上原価 3,073,136 3,193,425

売上総利益 1,476,920 1,552,478

販売費及び一般管理費 1,370,335 1,369,771

営業利益 106,585 182,707

営業外収益   

受取利息 28,336 17,184

受取配当金 11,543 7,347

受取地代家賃 70,095 68,191

その他 43,132 16,072

営業外収益合計 153,107 108,796

営業外費用   

支払利息 23,632 19,645

支払地代家賃及び減価償却費 79,438 78,213

たな卸資産除却損 35,433 3,992

その他 20,480 26,828

営業外費用合計 158,984 128,678

経常利益 100,709 162,824

税金等調整前四半期純利益 100,709 162,824

法人税、住民税及び事業税 4,838 7,203

法人税等調整額 23,214 21,193

法人税等合計 28,053 28,397

四半期純利益 72,655 134,426



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 100,709 162,824

減価償却費 57,826 51,680

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,248 8,643

退職給付引当金の増減額（△は減少） △31,330 39,379

固定資産処分損益（△は益） － 369

投資有価証券売却損益（△は益） 1 －

受取利息及び受取配当金 △39,880 △24,532

支払利息 23,632 19,645

売上債権の増減額（△は増加） △798,119 △939,755

たな卸資産の増減額（△は増加） 169,062 522,423

仕入債務の増減額（△は減少） 10,831 △178,071

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,701 57,165

その他 △21,354 47,002

小計 △574,571 △233,225

利息及び配当金の受取額 40,364 25,233

利息の支払額 △15,981 △13,705

法人税等の支払額 △15,651 △24,829

営業活動によるキャッシュ・フロー △565,840 △246,525

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △26,526 △33,165

有形固定資産の売却による収入 － 1,051

投資有価証券の取得による支出 △1,590 △1,467

投資有価証券の売却による収入 3 －

貸付けによる支出 △12,007 －

貸付金の回収による収入 4,106 1,419

その他 36,418 △1,029

投資活動によるキャッシュ・フロー 403 △33,192

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △150,000 △50,000

長期借入金の返済による支出 △426 －

自己株式の売却による収入 142 120

自己株式の取得による支出 △1,303 △676

配当金の支払額 △238,228 △257,447

財務活動によるキャッシュ・フロー △389,814 △308,002

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,931 △1,195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △950,319 △588,915

現金及び現金同等物の期首残高 5,906,121 5,036,026

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,955,801 4,447,111



 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）  

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）  

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６月30日）   

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

   

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６月30日）  

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

   

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
塗料事業
（千円） 

住宅メンテナン
ス用品・日用雑
貨・園芸用品事
業（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,756,066 1,793,990 4,550,057 － 4,550,057 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
4,300 － 4,300 （△4,300） － 

計 2,760,366 1,793,990 4,554,357 （△4,300） 4,550,057 

営業利益 44,983 62,199 107,183 （△597） 106,585 

  
塗料事業
（千円） 

住宅メンテナン
ス用品・日用雑
貨・園芸用品事
業（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,965,438 1,780,464 4,745,903 － 4,745,903 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
6,989 － 6,989 （△6,989） － 

計 2,972,427 1,780,464 4,752,892 （△6,989） 4,745,903 

営業利益 113,867 69,566 183,433 （△726） 182,707 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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